
■外科（消化器外科・小児外科） 

 

1．2020 年度の目標及び方針 

①手術件数の増加 

外科本来の業務である手術件数の増加に一層の努力を注ぐ。 

②スタッフの増員 

 過去の豊富な実績により部位別に指導職は充足してきているが、今年度は、特に中間層（消化器外科専門

医）の採用を急務として強化していきたい。 

③新専門医制度への対応 

   全国的な外科医不足の中、魅力ある外科領域専門医プログラムづくりを目指す。 

④労務管理の改善 

   外科医の労務環境の改善は、今後のためにも急務と考える。 

 

2．外科（消化器外科，小児外科） 

１）外科の組織構成 

消化器外科および小児外科が一つの組織として診療を行っている。 

通常の予定手術は勿論のこと南房総唯一の総合病院であるため、外傷・急性腹症などの救急手術も多く、年

間 1450 例あまりの手術を行っている。また、呼吸器外科と合同でカンファレンスを行っており、密に連携を

保っている。診療に関しては悪性疾患で上部消化管、下部消化管、肝胆膵の 3 部門および肛門部門、ならび

に小児外科がそれぞれのチーフの指導のもとで診療を行っている。シニアレジデントは各部門に属すること

なく、救急疾患はもとより幅広い疾患の診療経験が可能である。各部門のチーフは以下の如くである。 

 

上部消化管 草薙 洋（主任部長）  

下部消化管 本城 弘貴（部長）、宮崎 彰成（部長） 

肝胆膵   林 賢（部長）、宮崎 彰成（部長） 

肛門    角田明良（部長）、 高橋 知子（部長） 

小児外科  松田 諭 （部長） 

 

2）目標・理念 

待ったなしの高齢化社会において手術という観点に立ち、瑣末的理論に囚われない全人的診療のできる臨床

外科医の育成を目指す。  

 

  



3．実績 

 

 

4.学術関係 

◎論文 

A.Tsunoda、T.Takahashi、T.Ohta,H.Kusanagi : Absence of a rectocele may be correlated with reduced 

internal anal sphincter function in  patients with rectal intussusception and fecal incontinence, 

Int J Colorectal Dis 2019；34(10)：1681-1687 

2019年度 消化器外科 手術件数
（2019.1.1〜12.31）

区分 術式 術式別件数
食道 食道切除術 16

胃全摘術 21
遠位側胃切除術 50
その他胃切除術 31
胆嚢摘出術 264
膵切除術 29
肝切除術 32
脾臓摘出術 9
小腸切除術 82
イレウス解除術 32
右結腸切除術 55
横行結腸切除術 15
左結腸切除術 13
Ｓ状結腸切除術 58
その他の結腸切除術 4
直腸切除術 66
直腸固定術 22
痔核手術 96
痔瘻手術 37
その他 26
鼠径ヘルニア修復術 192
その他ヘルニア修復術 41
人工肛門造設術 77
人工肛門閉鎖術 24
CVポート造設術 87
その他 83
合計 1462

その他

肛門

胃

肝・胆・膵・脾臓

小腸

結腸

直腸



A.Tsunoda, T.Takahashi, H.Kusanagi : Fissurectomy with vertical non-full-thickness sphincterotomy 

for chronic anal fissure, Tecniques in Coloproctology 2019; 23(10):1009-1013 

A.Tsunoda, Y.Otsuka, A.Toguchi,K.Watanabe,R.Nishino and T.Takahashi : Survey on bacterial 

contamination of bidet toilets and relation to the interval of scrubbing these units, Journal of 

Water and Health 2019; 17(6): 863-869 

A.Tsunoda, T.Takahashi, H.Kusanagi : Transanal repair of rectocele: prospective assessment of 

functional outcome and quality of life, Colorectal Dis. 2020; 22(2):178-186 

A.Tsunoda, T.Takahashi, S. Matsuda, N. Oka, H.Kusanagi : Midterm functional outcome after 

laparoscopic ventral rectopexy for external rectal prolapse, Asian J Endosc Surg 2020; 13(1): 25-

32 1-8 

K.Nakano, T.Takahashi, A. Tsunoda, H.Matsui and Y. Shimizu: Dietary trends in patients with fecal 

incontinence compared with the National Health and Nutrition Surgery, J Anus Rectum Colon 2019; 

3(2): 69-72 

K.Hayashi, A.Tsunoda, A.Shiraishi, H.Kusanagi: Quantification of the effects of coffee on 

postoperative ileus after laparoscopic ventral cectopexy: a randomized controlled traial, Eur Surg 

2019;  

角田 明良、高橋 知子 : 特集 主題Ⅱ：慢性便秘症の診療 慢性便秘症の治療 各論 （外科的治療）、日

本大腸肛門病学会雑誌 2019;72(10) :P628－634 （別冊） 

角田 明良、高橋 知子、草薙 洋 : 消化管症候群（第 3 版）Ⅱ －その他の消化管疾患を含めて‐ Ⅴ肛門 

直腸脱 別冊日本臨床 領域別症候群シリーズ No.10 (2020 年 2 月 29 日発行)  別冊 

角田 明良： Q23.便失禁の専門的診療は、どのような手順で行われるのか？ 、日本医事新報社  かかり

つけ医のための便秘・便失禁診療 Q&A 2019；P182‐184  

角田 明良： Q32.認知症・フレイル・寝たきり高齢者にどう対応すればよいのか？、 

日本医事新報社  かかりつけ医のための便秘・便失禁診療 Q&A 2019；P238‐242  

高橋 知子： 便失禁に対するバイオフィードバックとはどのようなものか？ またその効果は？ 、日本

医事新報社  かかりつけ医のための便秘・便失禁診療 Q&A 2019；P182-184 

中野 かおる、高橋 知子、清水 幸子：管理栄養士がいないとき患者さんから食事について聞かれた際に

把握しておくべき最低限の知識を教えてください、なぜ どうする？がかわる！ 便秘症の診かたと治しか

た、南江堂 2019； P103-107 

高橋 知子： 高齢者便秘の診断へのプロセス（医師の立場から）、WOC Nursing、医学出版 2020；1 P16-

23 

 

◎記事掲載 

高橋 知子： ドクターが直伝病状と対策 A to Z 出産後におこる便の漏れの治療；全国賃貸住宅新聞 2019

年 4 月 8日  

高橋 知子： 出産直後の体のケア； 朝日新聞 2019 年 7 月 13 日 

高橋 知子： 骨盤まわり「産後すぐケアを」；朝日新聞社 2019 年 9 月 3日 

 

◎学会 

草薙 洋、関 裕誉、佐藤 賢司、櫻井 悠人、高田 瞬也、岡 直輝、宮原 豪、本城 弘貴、松田 諭、



高橋 知子、林 賢、山田 成寿、角田 明良、三毛 牧夫： 80 歳以上 stageⅠ胃癌根治切除術の予後因

子の解析； 第 119 回日本外科学会定期学術集会 大阪国際会議場 2019.4.18－20 

角田 明良、高橋 知子、草薙 洋： 慢性裂肛に対する内括約筋厚半切除術の成績 第 119 回日本外科学

会定期学術集会 大阪国際会議場 2019.4.18－20 

高田 瞬也、松田 諭、草薙 洋： 先天性乳糜胸に対し ICG 蛍光抗体法にてリンパ液の漏出部位を同定し

た一例； 第 56 回日本小児外科学会学術集会 久留米シティプラザ 2019．5.23‐25 

高橋 知子：シンポジウム 2 最新の排便管理 ガイドラインに基づいた便秘診療そして課題 日本創傷・

オストミー・失禁管理学会 なら 100 年会館 2019．5．25－26 

関 裕誉、本城 弘貴、草薙 洋：胸腔内で大腸穿孔をきたした再発食道裂孔ヘルニアの一例 第 4 回上総・

安房消化器外科研究会 亀田総合病院 K12 会議室 2019.5.29 

金 正侑、草薙 洋 ：保存的治療が奏功した食道蜂窩織炎の一例 第 73 回日本食道学会学術集会 福岡国

際会議場 2019．6.6－7 

佐藤 賢司、草薙 洋 ：食道の腸管重複症に発生した扁平上皮癌の一例 第 73 回日本食道学会学術集会 福

岡国際会議場 2019．6.6－7 

K.Hayashi,S.Yamada,H.Kusanagi： Cranioventral side approach in laparoscipic hemihepatectomy  第

31 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 サンポートホール高松 2019．6.13－15 

梨本 実花、草薙 洋：当院で経験した胃食道蜂窩織炎の一例 第 44 回日本外科系連合学会学術集会 ホテ

ル金沢 2019．6．19－21 

草薙 洋、関 裕誉、佐藤 賢司、櫻井 悠人、高田 瞬也、岡 直輝、宮原 豪、本城 弘貴、林 賢、山

田 成寿：当科における SSI サーベイランスの現状と課題 第 74 回日本消化器外科学会総会 グランドプリ

ンスホテル新高輪  2019.7.17－19 

本城 弘貴、三毛 牧夫、関 裕誉、高田 瞬也、岡 直輝、林 賢、山田 成寿、角田 明良、草薙 洋：

切除不能大腸癌に対する conversion surgery の効果について 第 74 回日本消化器外科学会総会 グランド

プリンスホテル新高輪  2019.7.17－19 

角田 明良、高橋 知子、松田 諭、岡 直輝、草薙 洋：直腸肛門重積に対する laparoscopic ventral 

rectopexy の成績 第 74 回日本消化器外科学会総会 グランドプリンスホテル新高輪  2019.7.17－19 

高橋 知子、角田 明良、草薙 洋、清水 幸子：LSC 術後にも排便症状が継続し、排便造影検査にて直腸瘤、

小腸瘤と診断された 1例 第 21 回日本女性骨盤底医学会 愛知県産業労働センター 2019.7.20-21 

藤島 淑子、高橋 知子：直腸脱にガスケアプローチが奏功した 1症例 第 21 回日本女性骨盤底医学会 愛

知県産業労働センター 2019.7.20-21 

角田 明良、高橋 知子、草薙 洋：直腸瘤に対する transanal anterior Delorme 術後の排便機能と QOL 第

25 回大腸肛門機能障害研究会 ホテルニューオータニ 2019.9.7 

大澤 郁子、角田 明良、高橋 知子：直腸肛門重積を有する便失禁患者の体位と肛門内圧の関係 第 25 回

大腸肛門機能障害研究会 ホテルニューオータニ 2019.9.7 

岩谷 有希、小倉 美輪、佐藤 理子、高橋 知子、角田 明良：経肛門的洗腸療法導入時における患者指

導の検討 第 25 回大腸肛門機能障害研究会 ホテルニューオータニ 2019.9.7 

高橋 知子：Transanal approach for Rectocele in our Hospital.  International colorectal Research 

Summit 2019  Convention Hall Sejong University,seoul,Korea   2019.9.8 

佐藤 賢司、草薙 洋： 食道SMTの１例 第61回千葉消化器疾患研究会 三井ガーデンホテル千葉 2019．

9.13 



角田 明良、高橋 知子、松田 諭、岡 直輝、草薙 洋：直腸重積/直腸瘤に対する術後排便機能‐STARR 

vs LVR ? 第 74 回日本大腸肛門病学会学術集会 ヒルトン東京お台場 2019.10.11－12 

草薙 洋： 当科における高齢者緊急手術の現況 第 11 回日本 Acute Care Surgery 学会学術集会 沖縄

科学技術大学院大学（OIST） 2019.10.25－26 

金 正侑、平田 信人、草薙 洋： 早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）断端陰性例における

局所癌遺残の検討 第 49 回胃外科・術後障害研究会 城山ホテル鹿児島 2019.10.31-11.1 

草薙 洋、本城 弘貴、松田 諭、山田 成寿、角田 明良 他：総会特別企画 当地域における 80 歳以上

高齢者緊急手術の現況 第 81 回日本臨床外科学会総会 高知市文化プラザかるぽーと 2019.11.14-16 

松田 諭、草薙 洋、杉村 裕志、田邉 大明、福間 英祐：総会特別企画 新専門医制度において情報公開

は進むのか  第 81 回日本臨床外科学会総会 高知市文化プラザかるぽーと 2019.11.14-16 

角田 明良、高橋 知子、草薙 洋： 直腸瘤に対する transanal internal Delorme 術後の QOL  第 81 回日

本臨床外科学会総会 高知市文化プラザかるぽーと 2019.11.14-16 

本城 弘貴、草薙 洋、新井 智仁、横溝 真央人、鈴木 創太、関 裕誉、佐藤 賢司、岡 直輝、松田 

諭、高橋 知子、角田 明良、山田 成寿、三毛 牧夫 ：腹腔鏡下大腸手術における SSI の現状と今後の

対策 第 32 回日本外科感染症学会総会学術集会 長良川国際会議場 2019．11.29－30 

金 正侑、草薙 洋： 食道蜂窩織炎の一例 第 11 回千葉食道疾患研究会 三井ガーデンホテル千葉 2019．

2.8 

横溝 真央人、本城 弘貴、新井 智仁、高田 瞬也、草薙 洋： 審査腹腔鏡で診断された腹腔内脾症の

一例 第 25 回千葉内視鏡外科研究会 三井ガーデンホテル千葉 2019．2.15 

 

◎座長・司会・他 

草薙 洋： 座長 講演 3 大腸癌個別化治療の最新知見 下部消化管腫瘍フォーラム 三井ガーデンホテ

ル千葉 2019．6.25 

草薙 洋： 司会 第 1 部 水・電解質輸液の基礎講義 第 8 回研修医のための輸液・栄養セミナー 千葉

ポートスクエア 2019．6.29  

角田 明良： 司会 ワークショップ 9 【大腸】直腸癌術後における肛門機能障害 第 74 回日本消化器外

科学会総会 グランドプリンスホテル新高輪  2019.7.19 

角田 明良： 司会 パネルディスカッション 5 骨盤臓器脱の治療と成績 第 74 回日本大腸肛門病学会学

術集会 ヒルトン東京お台場 2019.10.12 

高橋 知子： 座長 一般演題 ポスター51 肛門疾患 第 74 回日本大腸肛門病学会学術集会 ヒルトン東

京お台場 2019.10.12 

草薙 洋： 当番世話人、司会 特別講演 肥満・糖尿病に対する外科治療 第 25 回千葉内視鏡外科研究会 

三井ガーデンホテル千葉 2020．2.15 

 

◎講演・その他 

草薙 洋： 講演 胃癌 木更津市農業協同組合 2019．7.6 

高橋 知子： 講演 「痔の予防と治療講座‐おつうじと痔のはなし、女性に多いトラブルへの予防から治

療まで‐」 板橋保健所 2020．2.12 

文責：草薙 洋 

 


